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AV 機器状態通知エージェントの設計と実装
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背景

本論文では，特別な集中管理ノードを作成せず，各

デジタル情報技術とネットワーク技術の発展により，

ノードの状態管理を自律的に実現するエージェントで

デジタルホームネットワーク環境が整ってきている．こ

ある ASMA (Autonomous State Management Agent)

の結果，パソコンや携帯電話を使用した家庭内の機器

を設計・実装することを目的とする．

に対してのネットワークサービスの実現などの利用形

3

態が生まれてきている．
ホームネットワークサービスを利用する際，複数の

ASMA
本節では，ASMA について説明する．

サービスを同時に利用すると資源である家電や AV 機
器の競合状態が発生する．例えば，あるユーザがディ

3.1

設計

スプレイを利用しているとき，別のユーザがそのディ
スプレイに TV の画面を出力させようとする．そのと
き，ディスプレイの競合状態が発生する．このような
資源の競合をユーザが手動で解決するためには，同じ
サービスを実現できる別の AV 機器を手動で探し出す
等の方法をとる必要があり，非常に困難である．
現在，既存のシステムでは資源競合の問題をシステ
ムが解消するために，ノードの集中管理による解決が
行われている．しかし，我々のグループが想定してい
る P2P 上のホームネットワーク [1] では，各ノードが
対等な存在であるため，全ノードの管理を行う特別な

図 1: ホームネットワーク概要図

ノードが存在しない．そのため，AV 機器の集中管理
に解決を行うことができない．

2

ASMA を設置した P2P 上のホームネットワークとし
て，図 1 を想定する．ホームネットワークに存在する各

目的

AV 機器の状態把握・管理を実現するために，ASMA は

前節で述べた問題を自律的に解消するためにはホー

ホームネットワークに接続されている AV 機器 1 つ 1 つ

ムネットワークに存在する各ノードが自分の状態把握・

に設置される．ASMA はその AV 機器の状態を管理す

管理することが必要となる．ノードの状態管理を行う

る．また同一ホームネットワークに存在する全 ASMA

ことによって，競合が発生したことを自律的に把握で

の ID を保持し，状態通知をするときなどに使用する．

きるようになる．また競合を解消するために同じサー
ビスを実現できる別の AV 機器を自動的に探し出すこ

3.2

とが可能となる．

実装

実際の AV 機器部分に関しては IEEE1394 に対応した
簡単なシミュレータを実装し，使用している．ASMA・
シミュレータ共に Java 言語を使用し，実装している．
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3.3

機能

本 項 で は ASMA の 各 機 能 に つ い て ，説 明 す る ．

ASMA の機能として，新規機器追加・機器削除・状
態管理・機器検索・状態変更通知が存在する．
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3.3.1

機器新規追加

は，使用される可能性が高いと考えられるため，検索

ホームネットワークに新しい AV 機器が接続された

結果で返ってきた ASMA が管理している AV 機器に

とき，その AV 機器を管理するエージェントが同一ホー

関する情報をキャッシュする．この時，検索を受けた

ムネットワークにブロードキャストを行う．それによっ

ASMA は検索を行った ASMA の ID をキャッシュする．

て，既存のエージェント全ての ID を取得する．そし

これらのキャッシュは検索から一定時間経過すると削

て使われていない ID を自分の ID として設定し，その

除される．

ID を他の [エージェント名に] 通知する．これで新規登
録作業は終了する．

3.3.2

3.3.5

状態変更通知

AV 機器の電源を切る，エラーの発生などにより，上
記の状態管理で述べた情報に変化が生じる．この時，変

機器削除

AV 機器をホームネットワークから取り外したときに

化が生じた ASMA が管理している AV 機器を使用して

は，3.3.1 機器新規追加の作業と同じように，同一ホー

いる ASMA があるとき，その ASMA にその変化の情

ムネットワーク全体にブロードキャストを行う．そし

報を通知する．また 3.3.4 機器検索で述べた一時保存

て自分の管理していた AV 機器が取り外されたことを

してある機器を管理している ASMA に対しても同じ

他の ASMA に通知し，自分の ASMA の ID を削除す

ように変化の情報を通知する．

る．以上で，機器削除は終了する．

3.3.3

4

状態管理

ASMA は、ASMA が存在している AV 機器 1 つ
の状態情報を管理する．管理している情報は電源は

ON/OFF か，使用されているか，エラーが発生して
いるか等の AV 機器の状態に関する情報である．その
中でもエラーについては何時何分にどのようなエラー
が発生した等の詳細な情報を管理する．また状態では
ないが，プリンタの解像度，ディスプレイのサイズ等
のスペック情報も管理する．

3.3.4

おわりに
本論文では，各ノードの集中管理の役目を果たすノー

ドが存在しない P2P 上のホームネットワークで，各ノー
ドの状態管理を実現する ASMA を設計・実装した．自
律的に状態変更を通知する機能を備えているため，各
ノードの状態を自動的に管理することが可能であり，

AV 機器の競合状態を自律的に解消できる．
今後の課題として，ASMA の機能を発展させること
により，各種のサービスを提供できるようになると考
えられる．例えば，AV 機器が提供可能なサービス (印
刷等) を ASMA が管理することにより，ホームネット

機器検索

ワークに存在する AV 機器で提供できるサービスの探
索が可能になる．またどのユーザがサービスを使用し
ているかを管理することにより，ユーザによる優先権
の設定が可能になる．
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